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(百万円未満切捨て)

１．2022年11月期第３四半期の連結業績（2021年12月１日～2022年８月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年11月期第３四半期 7,879 148.0 △181 ― 1,375 ― 865 ―

2021年11月期第３四半期 3,176 △50.3 △2,021 ― △624 ― △443 ―
(注) 包括利益 2022年11月期第３四半期 865百万円( ―％) 2021年11月期第３四半期 △443百万円( ―％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2022年11月期第３四半期 94.80 94.51

2021年11月期第３四半期 △49.07 ―
-

(注) 2021年11月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株
当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年11月期第３四半期 7,805 2,062 26.4

2021年11月期 6,723 1,177 17.5
(参考) 自己資本 2022年11月期第３四半期 2,062百万円 2021年11月期 1,177百万円
　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年11月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

2022年11月期 ― 0.00 ―

2022年11月期(予想) ― ―

(注)１． 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

２．2022年11月期の配当予想額については、未定であります。
　

３．2022年11月期の連結業績予想（2021年12月１日～2022年11月30日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 11,800 136.7 △210 ― 1,300 ― 750 ― 82.04
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） ― 、除外 ― 社（社名） ―
　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(注) 詳細は、添付資料P.５「１．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項(会
計方針の変更)」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2022年11月期３Ｑ 9,399,480株 2021年11月期 9,399,480株

② 期末自己株式数 2022年11月期３Ｑ 236,206株 2021年11月期 294,181株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年11月期３Ｑ 9,134,928株 2021年11月期３Ｑ 9,047,767株

　
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

（四半期決算補足説明資料の入手について）
四半期決算補足説明資料はTDnetで同日開示しております。
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１．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,695,229 3,163,883

売掛金 494,865 593,337

有価証券 401,748 ―

商品及び製品 29,622 17,522

原材料及び貯蔵品 64,543 59,396

未収入金 339,820 87,906

その他 185,658 239,747

貸倒引当金 ― △749

流動資産合計 3,211,487 4,161,046

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,048,575 2,123,287

その他（純額） 385,311 342,159

有形固定資産合計 2,433,886 2,465,446

無形固定資産

ソフトウエア 11,784 9,352

無形固定資産合計 11,784 9,352

投資その他の資産

差入保証金 692,165 721,049

その他 374,221 449,037

投資その他の資産合計 1,066,387 1,170,086

固定資産合計 3,512,058 3,644,886

資産合計 6,723,546 7,805,932

負債の部

流動負債

買掛金 589,723 645,876

短期借入金 693,336 573,339

1年内返済予定の長期借入金 1,319,328 1,347,143

未払金 340,039 138,667

未払費用 391,256 367,329

未払法人税等 16,661 354,424

その他 50,173 286,660

流動負債合計 3,400,519 3,713,440

固定負債

長期借入金 1,640,574 1,510,131

資産除去債務 248,234 257,130

その他 257,000 263,000

固定負債合計 2,145,808 2,030,261

負債合計 5,546,327 5,743,701

純資産の部

株主資本

資本金 305,961 305,961

資本剰余金 828,388 844,338

利益剰余金 520,618 1,295,537

自己株式 △477,749 △383,606

株主資本合計 1,177,218 2,062,231

純資産合計 1,177,218 2,062,231

負債純資産合計 6,723,546 7,805,932
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年12月１日
　至 2021年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
　至 2022年８月31日)

売上高 3,176,892 7,879,059

売上原価 1,311,999 2,814,969

売上総利益 1,864,892 5,064,089

販売費及び一般管理費 3,886,735 5,245,671

営業損失（△） △2,021,842 △181,582

営業外収益

受取利息及び配当金 1,844 2,466

協賛金収入 32,713 53,200

助成金収入 1,349,629 1,406,074

その他 31,393 119,922

営業外収益合計 1,415,579 1,581,664

営業外費用

支払利息 11,859 13,914

持分法による投資損失 ― 3,598

その他 6,405 6,608

営業外費用合計 18,265 24,121

経常利益又は経常損失（△） △624,528 1,375,960

特別損失

固定資産除却損 ― 1,439

減損損失 ― 19,144

特別損失合計 ― 20,583

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△624,528 1,355,376

法人税、住民税及び事業税 9,927 343,183

法人税等調整額 △190,497 146,220

法人税等合計 △180,570 489,404

四半期純利益又は四半期純損失（△） △443,958 865,972

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△443,958 865,972
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年12月１日
　至 2021年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
　至 2022年８月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △443,958 865,972

四半期包括利益 △443,958 865,972

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △443,958 865,972

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載し

ておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。

なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

　


